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畜産防疫体制強化リース事業に関するＱ＆Ａ
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Ⅰ 事業の概要

（ＱⅠ－１）畜産防疫体制強化リース事業について説明して下さい。

（Ａ）

我が国に近隣するアジア地域等において、口蹄疫が発生している状況の

中で、生産者の自己防疫体制を早急に整備し、口蹄疫の侵入に備える必要

があります。

このため、「畜産防疫体制強化リース事業」を平成23年度に措置し、生

産者に対し、畜舎に附帯する動力噴霧器及び簡易車輌消毒装置（以下「衛

生管理機器」という。）についてリース方式による導入を支援することと

なりました。

本事業では、生産者が必要とする衛生管理機器について、貸付者（民間

リース会社等をいう。以下同じ）からリース方式により導入する場合に貸

付者を通じ、衛生管理機器の貸付料の２分の１に相当する額を生産者に助

成する仕組みとなっております。

（スキーム図）
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Ⅱ 事業要件

（ＱⅡ－１）酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づく市町村計画は、

いつ時点で作成したものですか。

（Ａ）平成23年３月31日時点で、平成27年度までの計画を作成していること

が必要です（平成23年３月31日時点で市町村合併等によって、旧市町村

の地域が対象になっている場合を含みます。）。

また、本事業は口蹄疫に対する防疫体制を緊急に整備するために、口

蹄疫の感受性が高い大家畜の飼養頭数及び飼養密度が高い地域を対象と

して、事業を実施することとしています。このため、飼養頭数及び飼養

密度が農林水産省令で定める基準に適合する市町村において、「市町村

計画」が策定されていることを事業要件としているところです。

（ＱⅡ－２）農業収入が総収入の50％以上を占めることについて、どの様な

資料を様式に添付する必要がありますか。（個人の場合）

（Ａ）平成22年分の所得税の確定申告書Ｂ（第一表）の写しを添付してくだ

さい（具体的には、第一表の「収入金額等の合計額」に占める「農業に

係る収入金額」の割合で判断することとなります。）。ただし、口蹄疫の

影響により家畜を殺処分した者については、平成21年分の所得税の確定

申告書Ｂ（第一表）の写しを添付してください。

なお、一戸一法人であって、確定申告を行っている場合は、本資料を

提出してください。

こ の 欄 の 金 額 が 収 入 金

額等の合計額の50%以上

であることが必要です。
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（ＱⅡ－３）農業に係る売上が総売上の50％以上を占めることについて、ど

のような資料を様式に添付する必要がありますか。（法人の場合）

（Ａ）平成22事業年度において、実施した事業とその売上高が分かる資料を

添付してください。具体的には、事業ごとの決算資料、帳簿の写し等と

なります。ただし、口蹄疫の影響により家畜を殺処分した者については、

平成21事業年度に係る資料を添付してください。

このため、農業に係る売上が総売上の50％以上を占めることが要件と

なっているので、確認できない場合は借受者にはなれませんので、ご注

意願います。

（ＱⅡ－４）農業に係る売上の範囲を教えてください。

（Ａ）農業に係る売上の範囲は、所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第

12条に掲げる事業に係る売上とします。具体的には以下の３事業となり

ます。

① 米、麦その他の穀物、馬鈴しょ、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗

その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用

いて園芸作物の栽培を行なう事業

② 繭又は蚕種の生産を行なう事業

③ 主として①又は②に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営する

わら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しく

は蜂の育成、肥育、採卵、若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行

なう事業

（ＱⅡ－５）要領第２の１の（２）②に定める家畜の殺処分を行った者等の

「等」とはどのような者を指しますか。

（Ａ）この場合の「等」は、申請時点において、平成22事業年度の決算処理

が終了していないこと等から、平成22事業年度における売上に係る証明

ができない法人を指しています。

これらの法人は、平成21事業年度における売上に係る資料を用いて証

明する必要があります。
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（ＱⅡ－６）年間60日以上農業に従事したことは、誰が、どの様な資料で確

認するのですか。

（Ａ）事業実施主体が作業日誌や出勤簿（法人の場合）等の資料により、平

成22年１月１日から12月31日（法人の場合は平成22事業年度）の期間に

ついて確認してください。なお、確認した資料は事業実施主体が保管し、

提出する必要はありません。

（ＱⅡ－７）青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法の

認定はどこに申請して行い、どの様な者が対象となりますか。

（Ａ）同法の認定申請は、都道府県に対して行います。

対象となるのは、15歳以上30歳（都道府県知事が特に必要があると認

めるときは、40歳以下で都道府県知事が定める年齢）未満の者又は近代

的な農業経営を担当するのにふさわしい者です。

詳しくは、認定を行う都道府県庁の担当部署にお問い合わせください。

（ＱⅡ－８）新規就農者は、いつ時点で「就農した者」が対象となりますか。

（Ａ）平成22年４月以降、就農した者が本事業の対象になります。なお、就

農とは、農業に従事し始めた時点をいい、青年等の就農促進のための資

金の貸付等に関する特別措置法に基づく就農計画の「就農時期の欄」に

記載があります。

（ＱⅡ－９）導入時点において、同じ種類の衛生管理機器を保有していない

ことの確認は、誰が、どの様な観点で判断するのか。

（Ａ）事業実施主体が農場への立ち入りや借受者からの聞き取り等で確認し

てください。なお、保有していることが衛生管理機器の導入後に判明し

た場合は、補助金返還の対象になりますので、ご注意ください。
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（ＱⅡ－10）「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」に基づく、

チェックシートは、必ず提出する必要がありますか。

（Ａ）借受者の要件ですので、必ず提出してください。

なお、チェックシートは過去一年間の実行状況（新規に就農した者は、

申請までの取組みについて）を借受者が自ら点検し、記入してください。

（ＱⅡ－11）農協が借受者になることは可能ですか。

（Ａ）農業協同組合法第10条第２項に規定する出資組合であって、農業経営

を行う農協については、①平成22事業年度における農業に係る売上が総

売上の50%以上であること、②当該農協が行う農業に年間60日以上従事

する65歳未満の構成員を含むことを満たせば可能です。

（ＱⅡ－12）動力噴霧機（人及び搬入物消毒用）の設置場所はどの様に考え

たら良いでしょうか。

（Ａ）農場や畜舎の入口付近に設置しますが、飼養衛生管理基準に基づき効

果的に衛生管理が行えるよう、飼養衛生管理基準について指導される県

の担当に相談しましょう（動力噴霧機の設置場所等については、事業申

請の際に、様式に県の担当が記述し申請書類に添付することが必要にな

ります。）。

（ＱⅡ－13）消毒液の選定や、噴霧方法はどの様なことに留意すべきでしょ

うか。

（Ａ）消毒液は、安全で、口蹄疫を初めとする家畜伝染病の予防に効果があ

るものを選定すること、適切な方法で使用することが重要です。

効果的で安全な使用のためにも、家畜防疫の専門家である地域の家畜

保健衛生所（家畜防疫員）等に相談し、指導を受けましょう（消毒液の

選定や、噴霧方法については、事業申請の際に、様式に県の担当が記述

し申請書類に添付することが必要になります。）。
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Ⅲ 助成額

（ＱⅢ－１）物件価額と当該物件の見積もり額の違いは何ですか。

（Ａ）物件価額とは、当該衛生管理機器の見積もり額のうち、設置費等の諸

経費と消費税を除いた当該機器の本体価格をいいます。

なお、見積書はこれらの内訳がわかるよう記載してください。

Ⅳ 助成対象機器

（ＱⅣ－１）特に車輌消毒装置については、オプションなどが多いようです

が、助成対象の範囲を教えてください。

（Ａ）衛生管理機器本体のほか、当該衛生管理機器の機能を強化するための

附属機器（車輌センサー等）についても本体に附帯するものであって、

１本のリース契約（法定耐用年数７年）が出来るものであれば助成対象

となります。

また、ＱⅢ－１に記述があるように、衛生管理機器を設置するための

工事費などの諸経費については、助成対象とはなりませんのでご注意願

います。

一方、単に車輌を消毒するからといって、以下のような事例は対象と

はなりませんのでご注意願います。

（対象とならない主な事例）

以下のような導入事例は、助成対象とはなりません。

① 既に動力噴霧機を所有しているので、タイヤを消毒する槽だけをリー

スする。

② 既に動力噴霧機を所有しているので、車体の下のみを消毒するオプシ

ョン部分だけをリースする。

見積もり額 物件価額（衛生管理機器の本体価格）

諸経費（設置費等）

消費税
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③ 既に車輌消毒装置を所有しているので、センサーだけをリースし、自

動消毒機能を持たせる。

（理由）

実施要領において、助成対象者の要件を「既に同じ種類の衛生管理機

器を所有していないこと」と規定しており、車輌消毒装置の機能強化を

行う場合であっても、既に車輌消毒装置を所有しているとみなされるこ

とから対象とはなりません。

④ ゲートのみをリースし、自分で購入（又は所有）する動力噴霧機を取

り付ける。

（理由）

ゲートだけでは消毒機能がないことから対象とはなりません。

⑤ オプションを含め、物件価額が200万円を超える車輌消毒装置をリース

する。

（理由）

実施要領において、助成対象となる車輌消毒装置の要件を、物件価額

が200万円以内と規定しているので、一本の契約としてオプションを含め

て物件価額が200万円を超える場合は、対象とはなりません。

（ＱⅣ－２）その他助成対象とならない主な事例を教えてください。

（Ａ）

① 車輌消毒に動力噴霧器を利用したいので、畜舎用と合わせて動力噴霧

器を２台リースする。

（理由）

実施要領において、衛生管理機器を複数台導入できる要件を、農場が

離れている場合など明確な理由がある場合と規定しているので、対象と

はなりません。

なお、車輌消毒装置についても、実施要領の第２に規定しているとお

り、基本的には畜舎に附帯するものとして、補助することとしています。

② 実施要領の別表に定める能力を満たしていない衛生管理機器をリース

する。

（理由）

衛生管理機器の能力については、県単事業や国の補助事業の基準や実

績を踏まえ、効率的に消毒することが可能な範囲で設定したものであり、

これらを満たしていない場合は対象とはなりません。

なお、「最高圧力５Mpa以下」については、一般的に５Mpaを超えると

高圧洗浄機に分類されることから、用途を消毒に限定するために設定し
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たものです（過去５年間の共同利用の大型動力噴霧器導入の実績におい

て５Mpaを超える圧力の機器を導入した事例はありません。）。

（ＱⅣ－３）何故、法定耐用年数が２年以上あるものでなければならないの

ですか。

（Ａ）効果的かつ効率的に補助事業を推進するためには、貸付を通じて一定

以上の事業効果の発現が得られることが必要であることから、残存年数

を２年以上と決定したところです。

なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第３条第１項第２号に

おいて、中古資産の耐用年数について、２年に満たない場合は２年とす

ることと規定しているところです。

（ＱⅣ－４）動力噴霧器は畜舎の消毒以外に用いることはできますか。

（Ａ）動力噴霧器は畜舎に附帯する衛生管理機器として導入されるものであ

り、畜舎の消毒以外の用途に用いることはできません。

なお、他の用途に用いた場合、目的外使用に該当し、補助金の返還が

必要になる場合がありますので、ご注意ください。

（ＱⅣ－５）衛生管理機器を共同利用することはできますか。

（Ａ）本事業は共同利用を想定していませんが、借受者が導入した衛生管理

機器を畜産団地内等近隣の他の生産者が利用することは可能と考えてい

ます。

また、衛生管理機器の管理（ＱⅦ－２参照）、リース料の支払につい

ては、借受者が責任をもって行うこととなります。

なお、共同（３戸以上）で利用する衛生管理機器の導入については、

消費・安全対策交付金（ソフト）の活用が可能ですので、地方農政局消

費安全部安全管理課等に照会願います。
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（ＱⅣ－６）消毒液を噴霧するために畜舎付近に設置する小屋や、動力噴霧

機（人及び搬入物消毒用）は、部品を購入して、組み立てて設置

しても良いのでしょうか。

（Ａ）この事業は、衛生管理機器のリースに対して補助を行う、いわゆるソフ

ト事業に位置付けられています。このことにより個人の農家が利用する衛

生管理機器を事業対象にすることが可能になりました。

このため、ハード事業としての工事費のように、部品を取り寄せて組み

立てるような契約内容では事業の対象とすることができません。リースを

行う消毒機器（消毒液を噴霧するために畜舎付近に設置する小屋及び動力

噴霧機（人及び搬入物消毒用））の物件価格（衛生管理機器の本体価格）

が明らかになっていることが必要になります（ＱⅢ－１参照）。

Ⅴ 助成対象機器の貸付者

（ＱⅤ－１）助成対象機器の貸付者は、事業実施主体である農協等が貸付者

になることは問題がありますか。

（Ａ）実施要領第２の４に規定する貸付者の要件を満たしていれば、農協等

が貸付者になることは可能です。ただし、本事業は生産者が自由にリー

ス会社を選べる仕組みで実施していますので、事業実施主体が貸付者を

指定することはできません。

（ＱⅤ－２）助成対象者が共同申請するリース会社については、複数の見積

りを取って決める必要はありますか。

（Ａ）リース会社については、複数の見積りを取り決定する必要はありませ

んが、衛生管理機器については、３社以上の者から見積りを取っていた

だき、その中から一番安い価格を提示した者からリース会社が購入して

ください。
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（ＱⅤ－３）貸付者が債務超過の状況に無いことや、業務又は財産の状況に

照らし支払い不能に陥る恐れがないことについては、どの様に確

認すれば良いのですか。

（Ａ）貸付者の決算書類等により確認してください。

本事業は、貸付者を通じて貸付料の一部を補助するものですので、貸付

者が貸付期間中に倒産しても、債権を引き継いだリース会社により契約を

継続する等何らかの形で事業効果を継続する必要があります。

事業の実施にあたっては、信用の高い貸付者を選定するようお願いしま

す。

（ＱⅤ－４）中古の機械は、残存耐用年数が２年以上であり、貸付期間も２

年以上であることとなっているが、新規に購入したものは、仮に、

機械の法定耐用年数が７年であった場合についても、貸付期間が

５年以上あれば耐用年数と合致していなくても良いのですか。

（Ａ）合致する必要はありませんが、法定耐用年数期間は、防疫体制を強化

するという事業目的を達成するために、衛生管理機器を効果的に使用す

ることが必要です。仮に使用していない場合は、補助金の返還が必要に

なる場合もありますので、ご注意ください。

なお、貸付期間が法定耐用年数よりも短くなればなるほど、補助率が

減少する算定方法が採用されているので、なるべく貸付期間は、衛生管

理機器の法定耐用年数と同じになるように勘案して、貸付者と借受者で

決定してください。

Ⅵ 事業実施主体

（ＱⅥ－１）事業実施主体は、全国を区域とする団体でも良いのですか。

（Ａ）構いません。

ただし、事業の申請については、助成対象者が所在する地域を管轄す

る地方農政局長等（北海道にあっては農林水産省生産局長、沖縄県にあ

っては内閣府沖縄総合事務局長）に対して行う必要があります。

また、衛生管理機器の導入後、検収を行っていただく必要があります。
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（ＱⅥ－２）協議会の（ ）書きの「法人でない社団」とはどういう意味で

すか。

（Ａ）「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結

合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、

団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超

越して活動を行うものをいいます。

このため、ここでいう協議会は、社団法人、財団法人、株式会社等の

法人格を有していない一般的な協議会のことを指します。

Ⅶ 事業手続き

（ＱⅦ－１）北海道からの申請は、生産局長にどの様にして申請するのです

か。

（Ａ）農政局等への申請は、都道府県農政事務所（沖縄県を除く。）を経由

して行います。よって、北海道にあっては、申請書類は北海道農政事務

所を経由して生産局長に提出してください。

連絡先

担当部署：北海道農政事務所農政推進課

住所：札幌市中央区北四条西17-19-6

電話：011－642－5410

（ＱⅦ－２）設置場所を変更する場合は、同じ畜舎内であっても重要な変更

として手続きが必要ですか。

（Ａ）同じ畜舎内であれば、設置場所を変更した場合であっても、手続きは

必要ありません。ただし、衛生管理機器を他農場に移設する場合等は、

手続きが必要になります。
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Ⅷ 事業の実施状況報告

（ＱⅧ－１）事業実施主体は、貸付期間中だけ利用状況を把握すれば良いの

ですか。

（Ａ）ＱⅤ－４に記述があるとおり、補助率の関係から貸付期間は法定耐用

年数と同じになると考えていますが、貸付期間が短い場合は、当然貸付

期間ではなく、法定耐用年数期間の利用状況を把握することとなります。

Ⅸ リース契約について

（ＱⅨ－１）衛生管理機器が故障した場合はどうしたら良いのですか。

（Ａ）貸付期間中は、必ず修繕をして使用して下さい。

なお、貸付期間中に使用を中止した場合（天災等による場合を除く。）

は、未経過期間の貸付料に係る補助金の返還が必要になりますので、ご

注意ください。

（ＱⅨ－２）この事業におけるリースとは、どのような取引ですか。

（Ａ）一般的にリースの仕組みを見ると、リース物件の所有権を最終的に借

受者に移転する「譲渡条件付きリース」の他、譲渡条件のないリースも

あります。

実際にリース会社によって手法に違いがあろうかと思いますので、そ

れぞれリースの形態によるメリット・デメリットを比較検討の上、選定

してください。

（ＱⅨ－３）事業実施主体が附加貸付料の制限・上限などを設定することは

可能ですか。

（Ａ）附加貸付料については、リース物件の相当額に対して助成した後の借

受者と貸付者との契約の中で決める事項のため明言は困難です。

このため、実施要領第２の４の（２）でも「低廉なものとするよう努

めること。」と記述をとどめているところです。
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（ＱⅨ－４）リース期間の途中において、一括支払を行うことは可能ですか。

（Ａ）通常、リース契約には、リース料の支払方法等が規定されていると思

いますので、貸付者にご確認ください。

なお、リース契約を中途解約する場合、未経過期間の貸付料に係る補

助金相当額の返還が必要になります。

（ＱⅨ－５）リース期間の途中において、リース期間を延長することは可能

ですか。

（Ａ）一度契約した内容を変更することは困難であると考えられますが、リ

ース会社にご相談ください。

（ＱⅨ－６）リース期間終了後の措置により、税制の取扱いが異なりますか。

（Ａ）リース物件が譲渡される契約の場合、所有権移転リースとして、所得

税、法人税の経費として計上する額は、リース物件の減価償却費となり、

貸借対照表の資産に当該リース物件の簿価、負債にリース料の未払金が

計上されることとなります。

また、補助付きリースとなりますので、補助金を収入に計上する必要

はなく、リース物件の減価償却費の算出根拠となる取得価格は、補助金

を除いた額（リース料等の総額）となります。（補助金部分は収入金額

不算入（圧縮記帳）が適用されます。）

一方、リース物件が譲渡されない契約の場合は、所有権移転外リース

となり、リース料は損金算入できる取扱となり（圧縮記帳はできない。）、

申告が楽になるというメリットがあります。

本事業の場合、一件当たりの事業規模が比較的小さいことから、税制

のメリットはあまり期待できませんが、詳細については、リース会社に

ご確認ください。
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【畜産防疫体制強化リース事業問い合わせ先一覧（Ｈ２３年９月１日以降】

○農林水産省 ＴＥＬ０３－３５０２－８１１１（代表）

生産局畜産企画課推進班 推進第１係 （内線4893）

（ＵＲＬ） http://www.maff.go.jp/

○北海道農政事務所 TEL ０１１－６４２－５４１０（直通）

農政推進部農政推進課（酪農・畜産担当）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/hokkaido/

○東北農政局 ＴＥＬ ０２２－２６３－１１１１（代表）

生産部畜産課 担当：農政調整官（内線４３３２）、畜産振興第１係（内線４１８４）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/tohoku/

青森地域センター ＴＥＬ：017-775-2151（代表） 農政推進グループ

八戸地域センター ＴＥＬ：0178-29-2113（代表） 農政推進グループ

盛岡地域センター ＴＥＬ：019-624-1125（代表） 農政推進グループ

奥州地域センター ＴＥＬ：0197-24-3010（代表） 農政推進グループ

秋田地域センター ＴＥＬ：018-862-5611（代表） 農政推進グループ

大仙地域センター ＴＥＬ：0187-63-3220（代表） 農政推進グループ

山形地域センター ＴＥＬ：023-622-7231（代表） 農政推進グループ

酒田地域センター ＴＥＬ：0234-33-7244（代表） 農政推進グループ

福島地域センター ＴＥＬ：024-534-4141（代表） 農政推進グループ

いわき地域センター ＴＥＬ：0246-23-8511（代表） 農政推進グループ

○関東農政局 ＴＥＬ ０４８－６００－０６００（代表）

生産部畜産課 担当：農政調整官（内線３３２４）、畜産振興第２係（内線３３９１）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/kanto/

水戸地域センター ＴＥＬ：029-221-2184（代表） 農政推進グループ

土浦地域センター ＴＥＬ：029-843-6875（代表） 農政推進グループ

宇都宮地域センター ＴＥＬ：028-633-3311（代表） 農政推進グループ

大田原地域センター ＴＥＬ：0287-23-5611（代表） 農政推進グループ

前橋地域センター ＴＥＬ：027-221-1181（代表） 農政推進グループ

千葉地域センター ＴＥＬ：043-253-9211（代表） 農政推進グループ

東京地域センター ＴＥＬ：03-3214-7311（代表） 農政推進グループ

横浜地域センター ＴＥＬ：045-211-1331（代表） 農政推進グループ

甲府地域センター ＴＥＬ：055-226-6611（代表） 農政推進グループ

長野地域センター ＴＥＬ：026-233-2500（代表） 農政推進グループ
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松本地域センター ＴＥＬ：0263-47-2001（代表） 農政推進グループ

静岡地域センター ＴＥＬ：054-246-6121（代表） 農政推進グループ

浜松地域センター ＴＥＬ：053-441-0137（代表） 農政推進グループ

○北陸農政局 ＴＥＬ ０７６－２６３－２１６１（代表）

生産部畜産課 担当：農政調整官（内線３３４３）、畜産振興第１係（内線３３４５）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/hokuriku/

新潟地域センター ＴＥＬ：025-228-5211（代表） 農政推進グループ

長岡地域センター ＴＥＬ：0258-31-2131（代表） 農政推進グループ

富山地域センター ＴＥＬ：076-441-9300（代表） 農政推進グループ

福井地域センター ＴＥＬ：0776-36-1790（代表） 農政推進グループ

○東海農政局 ＴＥＬ ０５２－２０１－７２７１（代表）

生産部畜産課

担当：農政調整官（内線２４３２）、畜産振興第１係（内線２４３５）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/tokai/

岐阜地域センター ＴＥＬ：058-271-4044（代表） 農政推進グループ

高山地域センター ＴＥＬ：0577-32-1155（代表） 農政推進グループ

津地域センター ＴＥＬ：059-228-3199（代表） 農政推進グループ

○近畿農政局 ＴＥＬ ０７５－４５１－９１６１（代表）

生産部畜産課 担当：農政調整官（内線２３３２）、畜産振興第１係（内線２３３６）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/kinki/

大津地域センター ＴＥＬ：077-522-4261（代表） 農政推進グループ

東近江地域センター ＴＥＬ：0748-23-3841（代表） 農政推進グループ

大阪地域センター ＴＥＬ：06-6943-9691（代表） 農政推進グループ

神戸地域センター ＴＥＬ：078-331-9941（代表） 農政推進グループ

姫路地域センター ＴＥＬ：079-281-3692（代表） 農政推進グループ

豊岡地域センター ＴＥＬ：0796-22-2171（代表） 農政推進グループ

奈良地域センター ＴＥＬ：0742-32-1870（代表） 農政推進グループ

和歌山地域センター ＴＥＬ：073-436-3831（代表） 農政推進グループ

○中国四国農政局 ＴＥＬ ０８６－２２４－４５１１（代表）

生産部畜産課 担当：農政調整官（内線２４５３）、畜産振興第１係（内線２４５５）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/chushi/

鳥取地域センター ＴＥＬ：0857-22-3131（代表） 農政推進グループ

松江地域センター ＴＥＬ：0852-24-7311（代表） 農政推進グループ
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広島地域センター ＴＥＬ：082-228-5840（代表） 農政推進グループ

福山地域センター ＴＥＬ：084-955-1951（代表） 農政推進グループ

山口地域センター ＴＥＬ：083-922-5200（代表） 農政推進グループ

徳島地域センター ＴＥＬ：088-622-6131（代表） 農政推進グループ

高松地域センター ＴＥＬ：087-831-8151（代表） 農政推進グループ

松山地域センター ＴＥＬ：089-932-1177（代表） 農政推進グループ

高知地域センター ＴＥＬ：088-875-2151（代表） 農政推進グループ

○九州農政局 ＴＥＬ ０９６－２１１－９１１１（代表）

生産部畜産課 担当：農政調整官（内線４４４２）、畜産振興第３係（内線４４５１）

（ＵＲＬ）http://www.maff.go.jp/kyusyu/

福岡地域センター ＴＥＬ：092-281-8261（代表） 農政推進グループ

北九州地域センター ＴＥＬ：093-561-1596（直通） 農政推進グループ

佐賀地域センター ＴＥＬ：0952-23-3131（代表） 農政推進グループ

長崎地域センター ＴＥＬ：095-845-7121（代表） 農政推進グループ

大分地域センター ＴＥＬ：097-532-6131（代表） 農政推進グループ

宮崎地域センター ＴＥＬ：0985-22-3181（代表） 農政推進グループ

延岡地域センター ＴＥＬ：0982-33-0700（代表） 農政推進グループ

鹿児島地域センター ＴＥＬ：099-222-7641（直通） 農政推進グループ

鹿屋地域センター ＴＥＬ：0994-43-3222（直通） 農政推進グループ

○内閣府沖縄総合事務局 ＴＥＬ０９８－８６６－００３１（代表）

農林水産部生産振興課畜産振興室 担当：企画指導官（内線83385）、畜産振興係（内

線83386）

（ＵＲＬ）http://www.ogb.go.jp/nousui/


